
R5.2.28 現在

一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町

アゼリア スーパーガッツ茂原店 田中青果 ファミリーマート茂原本小轡店 リビングショップたなかや ㈲あづまや食品 魚や 鵜澤洋品店 鵜沢商店 川上本店 ㈲いせや星野薬局

イオン茂原店 鈴木弥三郎商店 ㈱ツルハ　早野店 ファミリーマート茂原本納店 ローソン上茂原店 ㈲荒留商店 神崎文具店 ㈲木島肉店 ㈲梅澤商店 神崎商店 糸井商店

池田屋 ㈲鈴木弥七商店 ㈱ツルハ　本納店 ファミリーマート茂原町保店
ローソン・スリーエフ茂原長尾
店

㈱音羽屋 ケーヨーＤ２睦沢店 ケーヨーＤ２長生店 岡澤産業㈱ コメリハード＆グリーン長柄店 コメリハード＆グリーン長南店

㈲市原金物店 生鮮市場LIFE ㈱ツルハ　茂原店 ファミリーマート茂原明光橋店 ローソン茂原公園前店 ㈲加納屋薬局 セブン-イレブン長生睦沢店 コメリハード＆グリーン長生店 コメリハード＆グリーン白子店 斉藤商店 酒井商店

和泉屋酒店 セブン-イレブン上茂原店 ㈱ツルハ　茂原東部台店 ファミリーマート茂原六ツ野店 ローソン茂原高師店 ㈲釜屋燃料店 セブン-イレブン睦沢上市場店 近藤精肉店 酒造屋 産直広場　太陽
嶋野商店
ヤマザキ・Ｙショップ

ウエルシア茂原ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ店 セブン-イレブン新茂原店 ドラッグストア三徳 ㈲深谷薬局 ローソン茂原東部台店 ㈲新加藤 高橋商店 斉藤商店 ㈲十文字屋 セブン-イレブン長柄国府里店 鈴木商店

魚仲 セブン-イレブン東茂原店 ドラッグセイムス茂原西店 (合資)藤久金物店 ローソン茂原本納店 セキヤ文具店 田中米肥店 佐瀬商店 ㈲スーパー大多和 セブン-イレブン長柄立鳥店 セブン-イレブン上総長南店

㈲折平 セブン-イレブン茂原駅前店 ㈱ドン・キホーテ茂原店 ㈱富士見屋 ローソン茂原八千代店 セブン-イレブン一宮舞台店
藤田ワンニャン会ペット火葬斎
場

サンマート 鈴木商店 ファミリーマート長柄国府里店 セブン-イレブン長南小沢店

㈱カインズ茂原店 セブン-イレブン茂原押日店 中川商店 ブラザー商事㈲ Yショップ茂原店 セブン-イレブン上総一宮店 ㈲ふるやま セブン-イレブン長生七井土店
セブン-イレブン白子インター
前店

㈲ふしみや 高森商店

かぎや商店 セブン-イレブン茂原上永吉店 ㈱中島商店 FRESHナリタヤ茂原店 わくわく広場　茂原東郷店 ㈱せんどう一宮店 村杉商店 セブン-イレブン長生本郷店 セブン-イレブン白子中里西店 御園生商店 竹林商店

㈱カスミ大芝店 セブン-イレブン茂原木崎店 中田屋商事㈱ Petit madoca 茂原高師店 わくわく広場　茂原西店 鶴岡商店 ヤックスドラッグ睦沢店 馬場商店
セブン-イレブン
白子町役場入口店

道の駅ながら デイリーヤマザキ長南芝原店

㈱カスミ東郷店 セブン-イレブン茂原銀座店 中田屋米肥店 Petit madoca 茂原中の島店 わくわく広場　茂原南店 ㈲東金屋 ローソン睦沢町上之郷店 Ｙショップ馬場商店 セブン-イレブン千葉白子店 三ツ又商店 古市商店

㈱カスミ
フードスクエア茂原店

セブン-イレブン茂原渋谷店 中村酒店 ㈱ベイシア茂原店 イオン　大網白里店 とらみ味の里直売所 ㈱カスミ睦沢店 ファミリーマート長生岩沼店 田中商店 山田商店 松野酒店

㈱カスミ フードスクエア
ライフガーデン茂原店

セブン-イレブン茂原下太田店 ㈴中村商店 DCMホーマック茂原店 ケーヨーＤ２大網永田店 ニシオ薬局 ファミリーマート長生七井土店 ㈲ナガシマ薬局 リソルの森株式会社 やすだストアー

片岡商店 セブン-イレブン茂原下永吉店 中村商店 ㈲ますや ㈱コメリパワー大網白里店 橋本酒店
ファミリーマート長生一松海岸
店

ファミリースーパーシノザキ ホームプラザナフコ市原東店 ヤックスドラッグ長南店

㈱カワチ薬品茂原店 セブン-イレブン茂原新小轡店 ㈱永瀬商店
マツモトキヨシ
アルカード茂原駅店

セブン-イレブン大網白里永田
店

ファミリーマート一宮海岸店 ㈱ベイシア長生店
ファミリーセンター
タカヨシ白子店

川端商店 セブン-イレブン茂原高師店 ㈲ナルケ薬局
マツモトキヨシ
茂原マーケットプレイス店

セブン-イレブン大網白里南横
川店

㈱丸ト商店
ホームプラザ ナフコ茂原長生
店

ファミリーマート白子五井西店

クスリのアオキ下永吉店 セブン-イレブン
茂原橘樹神社前店

肉のスナガ マルモ薬局
㈱カスミ茂原マーケットプレイ
ス店

森田商店 ヤックスドラッグ長生店 プチパル中西

クスリのアオキ高師店 セブン-イレブン茂原東郷店 農家直売マルシェ ㈲ミートショップいしの ヤックスドラック茂原小林店 ㈱山長 洋品のモリカワ 古山商店

クスリのアオキ東郷店 セブン-イレブン茂原中の島店 ㈲長谷川酒販 みきや カスミ大網店 ヤックスドラッグ一宮店 ローソン長生宮成店 細谷商店

㈱ケーヨーＤ２茂原店 セブン-イレブン茂原長尾店 服部農園 ミニストップ茂原粟生野店
ランドロームフードマーケット
アスモ茂原店

ローソン一宮海岸店 ローソン長生八積店 増田酒店

小出商店
セブン-イレブン茂原永吉神社
前店

林商店 ミニストップ茂原北インター店 ウエルシア茂原六ツ野店 ローソン一宮東浪見店 ミートショップカネサカ

㈲河野酒店 セブン-イレブン茂原早野店 ビッグハウス茂原店 ミニストップ茂原高師店 ㈱ツルハ　上総一ノ宮駅前店 三橋酒店

小松屋商店
セブン-イレブン茂原早野新田
店

ファミリーショップみす ミニストップ茂原鷲巣店 宗島商店

斉藤酒店
セブン-イレブン茂原バイパス
店

ファミリーマート新茂原店 ミニストップ茂原ＪＤＩ前店 ㈲森川商店

㈲サエグサ商事（サラダ館） セブン-イレブン茂原富士見店 ファミリーマート東茂原店 薬師神商店 ヤックスドラッグ白子店

㈲酒井商店 セブン-イレブン茂原本小轡店 ファミリーマート茂原折戸橋店 ヤックスドラッグ上茂原店 ローソン白子海岸店

㈲佐藤酒店 セブン-イレブン茂原緑ヶ丘店
ファミリーマート茂原千代田町
店

ヤックスドラッグ茂原高師店 ローソン白子剃金店

㈱サトペン セブン-イレブン茂原南吉田店 ファミリーマート茂原新小轡店 ヤックスドラッグ茂原早野店 ㈲若林商店

サンクス茂原長尾店 セブン-イレブン茂原八千代店 ファミリーマート茂原高師台店 ヤックスドラッグ茂原谷本店 ウエルシア白子店

㈱サンドラッグ茂原店 セブン-イレブン茂原鷲巣店 ファミリーマート茂原高師町店 山田酒店

旬の里　ねぎぼうず ㈱せんどう茂原店 ファミリーマート茂原東部台店 ㈲山本薬局

昭月堂 スーパーせんどう茂原緑ヶ丘店 ファミリーマート茂原早野店 ㈲義隆商店

23 店 13 店 21 店 30 店 15 店 15 店

271 店 郡　部 　 117 店

　　　　　　燃えるごみ専用袋販売委託契約店一覧

154 店

　　　　　　　総　計

茂原市


